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第２１回浦安オープンテニス選手権大会
日 時 ： 平成２７年８月２２日(土)、２３日(日)、２９(土)
会 場 ： 総合運動公園
参加者 ： 男子７６名、女子１５名
観戦記

オープン担当：津田純一

第 21 回を迎えた浦安オープンテニス選手権大会は、8 月の運動公園テニスコートで、一般男女シングルスに加
え、今回より新設いたしました男子 45/55 才クラスシングルスの 4 種目で開催いたしました。今回より参加受付
をインターネットで行なえるようにし、若干ではありますが参加者増となりました。さて、猛暑も和らぐお盆過ぎ
の緊張感高まる試合初日は無事終了し、2 日目、3 日目と試合は順調に進み今年も大会名にふさわしいハイレベル
な熱戦が繰りひろげられ、無事終了いたしました。このようなハイレベルな大会を、浦安市のコートで浦安市テニ
ス協会が運営していることを、誇りに思うとともに、今後もますます発展させて行きたいと思います。最後になり
ましたが、大会を後援/協賛してくださった、東レ・アムテックス株式会社様、テニスプロショップラフィノ様、株
式会社ゆうちょ銀行浦安店様、トラブル無く大会を運営してくださった大会役員、運営にご協力して頂いた皆様に
感謝申し上げます。
★一般男子シングルス

★男子４５シングルス
(船橋さくら TC)

★男子５５シングルス

優 勝

神田 留尉

(TEAM ZERO)

山根 知

準優勝

中村 泰斗

(ｸﾚｰﾙ ITS)

小田 徹志 (青べか)

高濱 牧人 (INTC)

第３位

上原 孝紀

(TC 千葉)

佐藤 洋

森本 稔

第４位

松塚 宝

(フリー)

良元 克年 (フリー)

(TEAM ZERO)

藤本 正之 (日の出)

中島 研二 (SKYTON)

★一般女子シングルス
優 勝

青山 奈央

(IHSM ｱﾘｰﾅ)

準優勝

内田 有紀

(TEAM ZERO)

第３位

大久保 由莉 (フリー)

第４位

河端 麻子

(TEAM ZERO)

夏季ジュニアスクールの開催
日 時： 平成２７年７月１１日(土)・１２日(日)・１８日(土)・１９日(日)
会 場 ： 総合運動公園
参加者： 小学生 ９５名
フェローズスポーツ様のご協力でスムースに運営することが出来ました。
暑い中ご協力頂いた皆さまには大変感謝申し上げます。

(青べか)

第３２回 秋季市民体育大会（ダブルス）
日 時 ： 平成２７年１０月２５日（日）、３１日（土）、１１月１日（日）
会 場 ： 総合運動公園、中央公園、高洲
★男子 A クラス
優

勝

準優勝

古庄(悟)・松本(光)
石谷(勇)・堀(真)

第 3 位 齋藤(全)・中尾(礼)

(WITH)

準優勝

趙(磊)・村松(徳)

村瀬(公)・前田(雄) (163cm)

(ﾎﾟﾝｶﾗ)

福田(恵)・後藤(敬) (fellows SPORTS)

(TEAM ZERO) 永井(優)・小倉(孝) (日の出)

★男子４５才クラス
勝

★男子 C クラス

(TEAM ZERO) 乙部(和)・藤井(寛) (TEAM ZERO)

第 4 位 安達(功)・柏原(雄) (ﾙﾈｻﾝｽ浦安)

優

★男子 B クラス

佐藤(洋)・安田(真) (TEAM ZERO)

酒井(孝)・西田(貴) (fellows SPORTS)

鷲主(央)・水上(雄) (ｴﾙｼﾃｨ)

澤田(大)・佐竹(允) (BAYWAVE))

★男子５5 才クラス

★男子６５才クラス

高濱(牧)・坂井(宣) (INTC・美浜東)

藤本(正)・奈良(伸)(日の出・NSTC) 中島(研)・吉田(英) (NSTC・一般)

田邊(學)・久保(公) (NSTC・ｱﾄﾐｯｸ)
砂川(豊)・阿部(均)

(青べか・日の出)

第 3 位 関(浩)・植田(義)

(MF ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

工藤(正)・室伏(雅) (ｴﾙｼﾃｨ)

森(昇)・佐々木(修) (舞浜)

第 4 位 小田(徹)・辻(卓)

(青べか・ｱﾄﾐｯｸ)

石野(道)・木村(裕) (日の出)

山北(洋)・河内(建) (INTC)

★男子７０才クラス
優

勝

準優勝

☆女子 A クラス

☆女子 B クラス

川口(勝)・津野(秋) (NSTC)

細井(麻)・垂石(菜) (Air-K・ｱﾄﾐｯｸ)

原(光)・堀(幸)

(ｻﾝｺｰﾎﾟ・WITH)

加藤(恭)・大渕(昇) (ﾏｽﾀｰｽﾞ)

中山(芽)・大野(志) (ｱﾄﾐｯｸ)

岡本(照)・山口(美)(ｳｲﾝｽﾞ・Bayside)

第 3 位 小西(英)・野道(眞)(ｻﾝｺｰﾎﾟ・美浜東) 渡部(淳)・太田(実) (翼・浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

石崎(洋)・大野木(博) (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

第 4 位 河野(晶)・河野(正)(日の出・ﾏｽﾀｰｽﾞ)

窪西(康)・赤池(誉)

☆女子 C クラス
優

川崎(優)・温井(香) (Bayside)
☆女子５０才クラス

(東野)

☆女子６０才クラス

勝

平松(由)・新井(美) (BAYWAVE)

立野(優)・油屋(文)

(ｻﾝｺｰﾎﾟ・翼)

上坂(る)・深見(優)

準優勝

内田(孝)・松本(智)(INTC・ｻﾝｺｰﾎﾟ)

古美山(美)・白川(薫) (日の出)

宇多田(幸)・川田(幸) (ｴﾙｼﾃｨ)
中村(蓉)・永田(順)

(入船東)

関屋(千)・今井(美)

(入船北)

第 3 位 鍵山(文)・森(摂)

(Bayside)

村田(理)・吉田(清)

(ﾎﾟﾝｶﾗ)

第 4 位 實(陽)・高橋(香)

(ﾎﾟﾝｶﾗ)

吉田(由)・安部(と)(ﾄウェﾝﾃｨﾜﾝ・NSTC)

(日の出)

優勝コメント
★男子Ａクラス優勝

古庄(悟)・松本(光) (TEAM ZERO)

今回優勝できるとは思ってもいませんでしたので、とてもうれしいです。この優勝を糧にさらに練習して、また
来年勝ち上がれるよう頑張りたいと思います。大会を運営してくださった皆様、ありがとうございました。
★男子Ｂクラス優勝

乙部(和)・藤井(寛) (TEAM ZERO)

今回初めて出場し優勝出来たこともあり、非常に思い出に残る大会となりました。一戦一戦厳しい試合が多く、
特に決勝では 1 セットを取ったものの、2 セット目を落としてしまい、ファイナルセットに突入。1 ポイント 1 ポ
イント気が抜けない試合になりました。パートナーが精神的に引っ張ってくれたおかげでなんとか勝ち切ることが
できました。次は A クラスで一つでも上に行けるよう、練習を重ねたいと思います。最後になりますが、本大会を
運営してくださった浦安市テニス協会の方々に感謝致します。ありがとうございました。
★男子Ｃクラス優勝

村瀬(公)・前田(雄) (163cm)

ペアを組んで 10 年弱。何度も挑戦した男子ダブルス C クラス、やっとの思いで優勝できました。昨年は 1 回戦
で敗退してしまい、今年は気を引き締めての挑戦になりました。なかなか本調子にならず厳しい試合もありました
が、お互いがお互いを支え合い、また二人の長所がかみ合い、ダブルスらしい試合展開ができました。実力が拮抗
していてどちらに転ぶかわからない試合が多かったので、とても緊張感のある楽しい試合ができ、お相手していた
だいた方々に感謝しています。来年出場する機会があれば B クラスでの挑戦になりますが、1 試合でも勝てるよう
頑張ります！最後になりますが、応援していただいた皆様、またこの大会を支えてくださいました大会関係者の皆
様、ありがとうございました。

★男子４5 才クラス優勝
佐藤(洋)・安田(真) (TEAM ZERO)
決勝の舞台の運動公園はまだ改装中ですが、
クラブハウスや観客席もできてすばらしいコートになっていました。
このような舞台でテニスできたことはうれしい限りでした。優勝狙いで４５歳にエントリーしましたが、ベテラン
は曲者ぞろいで初戦から決勝まで冷汗の連続でした。
優勝が決まった瞬間は嬉しさよりもほっとしてしまいました。
最後に、３日間休日返上で大会運営して下さった役員の方々、本当にありがとうございました。
★男子５5 才クラス優勝
高濱(牧)・坂井(宣) (INTC・美浜東)
高濱さんへ。
「昨年の雪辱を果たす。
」お互いに口に出しては言いませんでしたが、大会を通じゆるみないしっか
りとしたプレーが出来たのは、その思いが二人に共通してあったからだと思います。特に最終日は気合が入りまし
たね。その中で、高濱さんの切れの良いショットの連発には、プレー中なのに思わず見とれてしまいました。高濱・
坂井組で優勝できたことに本当にうれしい気持ちでいっぱいです。浦安でテニスを通じて知り合い 30 年余り、テ
ニス仲間として昼も夜も気持ちの良い付き合いをさせてもらっています。時にはダブルスのパートナーとして励ま
し合い、また時にはライバルとしてしのぎを削り合ってきましたが、これからも一緒にテニスを愛し続けて行きま
しょう。
（坂井宣夫）
★男子６5 才クラス優勝
田邊(學)・久保(公) (NSTC・ｱﾄﾐｯｸ)
初めに、浦安テニス協会役員方々の試合進行をスム-ズにかつ、楽しくプレーが出来た事に感謝申し上げます！3
度目の優勝になりますが、もう少しレベルアップして頂きたいと思います。テニスにおいては年老いて行くたびに
ボ-ルのスピードが無くなって来るよう様です。私は３０年位卓球をやり試合にも出ています。テニスに少し似てい
るのでそこからテニスのボ-ルスピードを出すヒントも得ています。皆様におかれましては自分の良いところや悪
いところをもう少し研究して頂きたいと思います。次回も楽しくプレーが出来る様に頑張りたいと思います。色々
有難うございました。
★男子７０才クラス優勝
川口(勝)・津野(秋) (NSTC)
今年の男子ダブルスシニア 70 歳は、9 組の出場がありました。川口‐津野は初めてのペアリングということで、
明海大学の MKE メンバーの皆さんに練習相手をしていただき万全で臨みました。初戦の小林さんは、サービスの
スピード、精度を上げ、宮沢さんの鋭いボレーと相まって、緊張しましたが、わが老練度、ごまかしがちでした。
翌日、日曜日の準決勝は、野道口撃の間に小西ヨッシャーが炸裂するパターンを読み切っての勝利でした。決勝は
大方の予想、河野・河野の進出を阻んだ加藤・大渕、大御所コンビです。勝利作戦の一端をポロリと明かしていた
だいた、加藤さんの公明正大に付け込んだ勝利に恥じるところはありません。情報こそは、先の大戦敗北の主要因
でした。今年は新しいきれいな施設になり、いつもの変わらない献身的な大会運営の下、晴天で楽しい時間を与え
てくださった、役員各位及び関係者の皆さんに感謝いたします。ありがとうございました。
★女子Ａクラス優勝
細井(麻)・垂石(菜) (Air-K・ｱﾄﾐｯｸ)
初戦から、全て、厳しい試合ばかり。そんな大会で優勝することができ、本当に嬉しく、光栄に思っています。
苦しい時も集中を切らさず、楽しんで（必死とも言う（笑）
）できたのはペアのおかげ。優勝できた嬉しさも 2 倍。
一緒に喜んだり励まし合ったり、支えあったり、ダブルスって楽しいなぁって思います。ペアのまよさん、どうも
ありがとう！
★女子Ｂクラス優勝
原(光)・堀(幸) (ｻﾝｺｰﾎﾟ・WITH)
三日間に渡り、雨に見舞われることもなく、試合をさせていただきました。途中苦しい場面もありましたが、ペ
アと支え合いながら、充実した時間を過ごすことができました。時折寒風の吹くなか、温かい眼で、観戦していて
くださったみなさま、ありがとうございました。最後まで、楽しく無事にゲームをさせていただけましたのは、役
員のみなさまの円滑な運営のお陰です。大変お世話になりました!!
★女子Ｃクラス優勝
平松(由)・新井(美) (BAYWAVE)
まさか自分達が優勝出来るとは思っていませんでしたが、試合を重ねて行く中で少しずつ成長している自分達が
いて、優勝出来た時は涙が出るくらい嬉しくて抱き合って喜びました。本当にこれまでテニスを続けてきてよかっ
たと思う瞬間でした。いつも一緒に練習して下さっている方々、コーチ、また私達二人を連日応援して下さった
皆様に感謝します。決して楽な試合ではありませんでしたが、応援の力をもらい楽しく集中して、勝利を手にする
ことが出来ました。日頃の練習が実って優勝という結果を出せて自信がつきました。これからもさらに練習して新
たな収穫が出来るように頑張りたいと思います。最後にテニス協会の皆様の運営によりこんな素敵な大会を開催し
ていただきありがとうございました。

★女子 50 才クラス優勝
立野(優)・油屋(文) (ｻﾝｺｰﾎﾟ・翼)
今回、初めて参加させて頂いた 50 才女子ダブルスで、優勝する事が出来て大変嬉しく思います。浦安市は、と
てもテニスが盛んで、年代を問わず強敵揃いです。最後まで気を抜かず、ワンポイント毎、一試合毎、集中しまし
た。幸いにも、2 人ともシングルもするので、時には雁行で繋ぎ、チャンスがあれば前に出てボレー戦にしました。
このコンビネーションが上手く行き、優勝に繋がったと思います。そして、立野さんにこの大会に誘って頂いた事
にも感謝します。ありがとうございました。
★女子６0 才クラス優勝
上坂(る)・深見(優) (日の出)
初代チャンピオンへの道は険しいものでした。立ちはだかったのは宇多田・川田ペア。お二人の絶妙なテニスに
翻弄され、あっという間に３-7。チャンピオンをあきらめかけたその時、ペアにテニスの神様が降りました。声を
出し、息を切らしての必死の返球。気が付くと 9-7 で勝利していました。頑張りに感動しました。深見さん本当に
ありがとう！でも、一番の勝因は試合前に久場さんのお餅を食べた事かな！！応援の皆様、協会役員の皆様ありが
とうございました。

第２９回浦安レディース大会
日 時：平成２７年９月２４日（木）
場 所：総合運動公園
参加者：６０名
試合方法：抽選により各チーム５名にて前半は３ブロック４チームのリーグ戦、６ゲーム先取マッチ。
後半は前半リーグ戦各１位～４位のブロックに分かれて順位別リーグ戦。４ゲーム先取マッチで実施。
結 果：１位リーグ優勝 ばらチーム

高橋真利子（翼）
、坂本美穂（青べか）
、東地裕美（青べか）、
笹田陽子（ウインズ）
、井上トミ子（舞浜）

２位リーグ優勝 ぽぴー（森久美子・井上裕子・杉本美鈴・有馬陽子・佐瀬恭子）
３位リーグ優勝 らん （佐久間英子・中村容子・平林悦子・今井登志子・仲井陽子）
４位チーム優勝 さくら（坂本奈美恵・竹内恵子・牧野千香子・堀場和子・杉山美和）
賞品はラフィノ様、フェローズスポーツ様、読売新聞様から、また浦安グリーンの今村様からは化粧用品を多数
ご提供いただきました。ありがとうございました。
広報部 西野夏子

第６５回千葉県民体育大会
日 時： 平成２７年１０月１７日(土)・１８日(日)
場 所： 千葉県総合スポーツセンター庭球場
第６５回千葉県民体育大会が終了しました。
１日目は雨の中のスタートとなりましたが１・２回戦と勝ち上がり、２日目は準々決勝で船橋市に負け、ベスト
８と言う結果でした。
今年は例年出場していた絶対的エースを欠いての参加でしたので、
不安が残る状態でしたが、
新たに国体優勝メンバーが加わり、昨年同様ですが、ベスト８の成績は保てました。以下、詳細です。
結 果： １回戦
２回戦
準々決勝

対
対
対

鎌ヶ谷市
習志野市
船橋市

５－２
４－２
１－４

応援・ご協力いただいた皆様に感謝いたします。
指導部 藤井ミサト

